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ECO   COMMUNICATIONE

●缶詰 ●インスタント・レトルト食品 
●乾物（パスタなど） ●乳児用食品 
●嗜好品（酒類を除く） ●調味料 など

●リユースコーナー《リユース品の展示＆頒布》

［申込方法］ 申込期間内に抽選結果通知用の郵便はがき1枚を
ご持参のうえ、直接ご来館ください。申込は小学
生以上1人1点（代理申込不可）。

［抽選結果］ 申込の郵便はがきでお知らせします。
［引取方法］ 当選はがきを持参し、代金1,000円をエコプラザ用

賀でお支払いください。
［注意事項］ ・ 当選された方は、当選月とその翌月、翌々月の抽選

には申し込みできません。
 ・ 当選後のキャンセルはできません。
 ・ 当選品の搬送は各自でご対応ください。

エコプラザ用賀のリユースコーナーでは、粗大ごみとして出され
た品物のうち、まだ使用できる家具など約60点を展示して、
抽選により1点1,000円で頒布しています。展示品の内容
などは施設ホームページでもご覧いただけます。

◎頒布スケジュール

※毎週月曜日の休館日を除く。
　原則月曜日は休館日ですが、6 月1 日のみ開館いたします。

6月前半分 6月後半分
展示・申込期間 6月1日㊊～10日㊌12：00 6月12日㊎～24日㊌12：00
抽選日時 6月10日㊌13：00 6月24日㊌13：00
引取期間 6月10日㊌～14日日 6月24日㊌～28日日

★6月の講座・イベント、情報掲示板、幼児スペース、木材リユースコーナーは引き続き休止します。

日頃より、区の清掃・リサイクル事業にご理解・ご協力いただき
ありがとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大による政府発表の緊急事態宣言を
受け、エコプラザ用賀・リサイクル千歳台は4月1日（水）～ 5月
31日（日）までの間、臨時休館とさせていただいておりましたが、
緊急事態宣言の全面解除に伴い、6月1日（月）より一部業務を除き
業務を再開いたします（原則月曜日は休館日ですが、6月1日のみ
開館いたします）。
再開にあたり、皆さまに安心して施設をご利用いただくために、

「マスクの着用」「手洗い・手消毒」「『３つの密』の回避」など、感染
予防にご協力いただきますようお願いいたします。また施設の対応
として、定期的な換気の実施、館内のアルコール消毒、職員のマス
ク着用といった対策を講じさせていただきます。
突然の臨時休館につきまして、皆さまに多大なるご不便・ご迷惑

をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、ご理解を
賜りましたことに深く感謝を申し上げます。
今後とも、区の清掃・リサイクル普及啓発施設、エコプラザ用賀・

リサイクル千歳台をご利用いただきますようお願い申し上げます。

6月1日（月）より施設業務を再開いたします

再開業務

●資源回収（一部のみ）
家庭用の資源のうち、回収ボックスに
お持ち込みいただける資源のみ再開し
ます。事業系の資源は
回収できません。

●古着・古布回収
古着・古布の売払いによる収益金でパラスポー
ツを応援する「ふくのわプロジェクト」に参加し
ています。まだ着られる衣類などを館内設置の
「古着・古布回収ボックス」にお持ち込みください。

●フードドライブ
未開封で包装や外装が破損していな
い、賞味期限（要明記）まで2ヵ月以
上ある食品、冷凍・冷蔵でない食品の
提供を受け付けています。

今後の感染状況により、再度業務を休止させていただく場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

●紙パック 
●白色発泡トレイ 
●ペットボトル ●ペットボトルキャップ 
●使用済小型家電(対象12品目） 
●インクカートリッジ 
●水銀を含んだ体温計・血圧計

●スーツ ●シャツ ●ドレス ●コート 
●ネクタイ ●マフラー ●スカーフ ●靴下 
●水着 ●和服 ●帯 ●足袋 
●毛布 ●シーツ 
●ハンカチ ●タオル 
●カーテン など

混雑時は
入場制限を
行う場合が
あります
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祖師ヶ谷大蔵駅 千歳船橋駅桜丘五丁目

笠森稲荷前

小田急線

〒157-0071   
世田谷区千歳台1-1-5
103-5490-1020   
503-5490-3267

リサイクル千歳台

【 開館時間 】 9：00～17：00
【 休 館 日 】 月曜日（祝日の場合は翌日）、施設維持管理日、年末年始
【 駐 車 場 】 一般者用駐車場なし

【 開館時間 】 10：00～16：00
【 休 館 日 】 月曜日（祝日の場合は翌日）、施設維持管理日、年末年始
【 駐 車 場 】 なし

交通アクセス
◎電車： 田園都市線「用賀駅」下車、徒歩5分
◎バス： ● 「成城学園前駅（南口）」「祖師ケ谷大蔵駅」「渋谷駅」「恵比寿駅」

「関東中央病院」から  用賀駅行き  乗車、「用賀駅」下車、徒歩5分
 ● 「成城学園前駅（南口）」から  等々力操車所行き  乗車、「用賀駅」

下車、徒歩5分

交通アクセス
◎電車：  小田急線「祖師ヶ谷大蔵駅」または「千歳船橋駅」下車、  

 徒歩10分
◎バス：  ● 「祖師ケ谷大蔵駅」から  渋谷駅行き   用賀駅行き   等々力

操車所行き  乗車、「笠森稲荷前」下車、徒歩2分
● 「千歳船橋駅」から  田園調布駅行き  乗車、「桜丘五丁目」
下車、徒歩5分

施設ホームページ　https://ecoccle-setagaya.jp/

7月の活動予告
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再生紙を使用しています。

エコ通信情報
本紙の内容は施設のホームページにも掲載しています。また、本紙は毎月、出張所、まちづくりセンター、区民
センター、図書館、児童館など区内約100ヵ所に置いています。毎月末に、翌月の情報をお届けしていますので、
ぜひ最寄りの施設にお立ち寄りのうえ、お手に取ってご覧ください。

◎ホームページの場合 
① https://ecoccle-setagaya.jp/にアクセスする。 
②  「講座申込フォーム」に必要事項を入力し、送信する。

参加（申込）対象者は、 世田谷区在住・
在勤・在学の方 に限らせていただきます。

※ お送りいただいた個人情報は講座等の 
ご連絡以外の目的には使用しません。

エコプラザ用賀 ［お問い合わせ］13708-4081
講座名 開催日 時間 定員 参加費 申込締切

おもちゃの修理・傘の修理・
包丁研ぎの実習講座

7月4日●土
（毎月第1土曜日開催） 

●おもちゃ ●傘 
受付10：30～ 15：00
●包丁研ぎ
受付10：30 ～ 14：00　
開始 ①11：00～ 
②13：00～　③14：00～

●おもちゃ ●傘 
20人程度（申込先着順）
●包丁研ぎ
1実習5人（申込先着順）
※ 空きがある場合は当日も受付
（事前申込者が優先）

無料
※ おもちゃの修
理に必要な部
品は実費

6月30日●㊋

子どもDIY教室　
廃材を使用して下駄を作ろう！

①7月26日●日
②8月23日●日 10：00～ 12：00 各10組20人（抽選）

※小学生と保護者2人1組厳守 500円 ①7月11日●土
②8月 3日●㊊

申込は
お電話で

新型コロナウイルスの今後の感染状況によって、講座を中止させていただく場合があります。

下記講座は、ホームペー
ジまたは往復はがきでお
申し込みください。
申込人数が定員に満たない場合、
講座を中止させていただくことが
あります。

リサイクル千歳台 ［お問い合わせ］15490-1020
講座名 開催日 時間 定員 参加費 申込締切

カブトムシのお話と育て方 ①7月12日●日
②7月19日●日
※重複申込は不可

13：00～ 15：00 各10組20人（抽選）
※小学生と保護者2人1組厳守 1,000円 6月26日●㊎

リサイクル実験！
「ペットボトルから繊維を作ろう」 7月23日　　 13：00～ 15：00 15組30人（抽選）

※小学生と保護者2人1組厳守 800円 7月 6日●㊊

陶器くずから風鈴とうちわ作り 7月24日　　 13：00～ 15：00 15組30人（抽選）
※小学生と保護者2人1組厳守 700円 7月 8日●㊌金祝

木祝

オスとメスお持ち帰り

◎往復はがきの場合

〒158-0097 世田谷区用賀4-7-1　
「エコプラザ用賀 講座係」

〒157-0071 世田谷区千歳台1-1-5
「リサイクル千歳台 講座係」

＜往信の表面＞ ＜往信の裏面＞

返信はがきの宛先
（申込者の住所・氏名）

何も記入しないでください。

＜返信の表面＞

＜返信の裏面＞

エコプラザ
用賀

リサイクル
千歳台

①参加希望の講座名（開催日）
②氏名（ふりがな）　
③住所　④電話番号
⑤講座について何でお知りに
　なりましたか？
⑥学校名と学年（親子講座へ
　お申し込みの方のみ）


